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スイッチの設定 Simple Network Time Protocol
（SNTP） ユニキャスト サーバ設定 

目標
 

システムの時刻 設定はネットワークの大きい 重要性をもちます。 同期化されたシステム
クロックはネットワークですべてのデバイス間の関係枠を提供します。 ネットワーク タイ
ム時間同期化はイベントが発生するときネットワークを管理し、保護し、計画し、デバッグ
することの各側面が判別することを含むので重要です。 同期クロックなしで、セキュリテ
ィ侵犯かネットワーク 使用状況をトラッキングするとき正確にデバイス間のログファイル
を関連させることは不可能です。
 
同期された時間はまたマシンに関係なくそれが一貫する変更時刻の間重要であるので共用
ファイル システムの混合をファイル システム常駐する減らします。
 
Cisco スモール ビジネス スイッチは Simple Network Time Protocol （SNTP）をサポートし
、有効に されたとき、スイッチは SNTP サーバからの時間と動的にデバイス時間を同期し
ます。 スイッチは SNTP クライアントとしてだけ動作し、その他のデバイスにタイム サー
ビスを提供できません。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの SNMP ユニキャスト サーバ設定を行う提供します
。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 SNTP ユニキャスト サーバ設定
 
イネーブル SNTP クライアント ユニキャスト
 

Webベース ユーティリティのシステムの時刻 ページはシステムの時刻、時間帯および夏時
間（DST）を設定する方法を提供します。
 
ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示 モード ドロップダ
ウン リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: この例では、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
 



 
注: 持っていれば Sx300 または Sx300 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキッ
プします。
 
ステップ 2. > 時間設定 > SNTP ユニキャスト 『管理』 を選択 して下さい。
 

 
注: SNTP クライアント ユニキャストが操作することができるように主要なクロック ソース
（SNTP サーバ）は有効に する必要があります。 学ぶためにこの機能を有効に する方法を
手順のためにここをクリックして下さい。
 
ステップ 3 デバイスがユニキャスト SNTP サーバによって SNTP あらかじめ定義されたユ
ニキャスト クライアントを使用することを可能にするようにイネーブル SNTP クライアン
ト ユニキャスト チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 4 IPv4 ソースインターフェイス エリアで、IPv4 アドレスが SNTP サーバの通信
に使用したメッセージで出典 IPv4 アドレスとして使用される IPv4 インターフェイスを選
択して下さい。
 
注: オート オプションが選択される場合、システムは発信インターフェイスで定義される IP
アドレスからのソース IP アドレスを奪取 します。
 

 
注: この例では、VLAN1 は選択されます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html


ステップ 5 IPv6 ソースインターフェイス エリアで、IPv6 アドレスが SNTP サーバの通信
に使用したメッセージで出典 IPv6 アドレスとして使用される IPv6 インターフェイスを選
択して下さい。
 
注: このオプションは Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチにだけ利
用できます。
 

 
注: この例では、自動は選択されます。
 
ステップ 6.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今スイッチの SNTP クライアント ユニキャストフィーチャを有効に する必要があります。
  

ユニキャスト SNTP サーバを追加して下さい
 

ステップ 1. > 時間設定 > SNTP ユニキャスト 『管理』 を選択 して下さい。
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 
注: Sx250、Sx350、SG350X および Sx550X シリーズ スイッチはユニキャスト SNTP サー
バテーブルで 3 つのデフォルト ユニキャスト SNTP サーバを備えています。
 

ユニキャスト SNTP サーバテーブルは各ユニキャスト SNTP サーバのための次の情報
を表示する:
sntp server — SNTP サーバのIPアドレス。 優先サーバ、かホスト名は階層レベルに従
って、選択されます。
ポーリング間隔—ポーリングがイネーブルまたはディセーブルであるかどうか表示する
。
SNTP サーバとデバイスの間で通信するのに使用される認証鍵 id —キー識別。
階層レベル—数値として表現される参照クロックからの距離。 SNTP サーバはポーリ
ング間隔が有効に ならなければ 1）プライマリ サーバ（階層レベルである場合もあり
ません。
status — SNTP サーバステータス。 有効値は次のとおりです:
 

- — SNTP サーバは現在正常に動作しています。
 
- down — SNTP サーバは現在利用できません。
 
-未知数— SNTP サーバステータスは不明です。
 
-プロセスで… —プロセスの現在 SNTP サーバへの接続。
 

最後の応答—最も新しい日付はこの SNTP サーバから応答を届きました時間を計り。
オフセット—ミリ秒のローカルクロックに関連するサーバ クロックの推定オフセット
。 ホストは RFC 2030 に説明があるアルゴリズムを使用してこのオフセットの値を判
別します。
遅延—ミリ秒のその間のネットワーク 経路上のローカルクロックに関連するサーバ ク
ロックの推定往復遅延。 ホストは RFC 2030 に説明があるアルゴリズムを使用してこ
の遅延の値を判別します。
SNTP サーバがどのように定義されたか source —、たとえば: 手動でまたは DHCPv6
サーバから。
interface —パケットが受信されるインターフェイス。
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ステップ 2.ユニキャスト SNTP サーバを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 3.サーバが識別される方式を規定 する サーバ 定義の次のいずれかの Radio ボタ
ンをクリックして下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

によって SNTP サーバが IP アドレスによって識別されることを ip address —示します
。
名指しで— SNTP サーバが SNTP Server リストから名前で識別されることを示します
。 このオプションが選択される場合、ステップ 7.にスキップして下さい。
 

注: IP アドレスによるこの例では、選択されます。
 
ステップ 4.望ましい IPバージョン Radio ボタンをクリックして下さい。
 

 
次のオプションがあります。
 

バージョン 6 — IPv6 アドレス タイプを表示します。
バージョン 4 — IPv4 アドレス タイプを表示します。 このオプションが選択される場
合、ステップ 7.にスキップして下さい。
 

注: この例では、バージョン 4 は選択されます。
 
バージョン 6 IP アドレス タイプが選択される場合ステップ 5. （オプションの）は、望まし
い IPv6 アドレス タイプをクリックします。
 

 
次のオプションがあります。
 

リンク ローカル— IPv6 アドレスを識別します単一のネットワーク リンクのホストを表
示します。



● グローバル— IPv6 アドレスをです他のネットワークから目に見え、到達可能であるグ
ローバル ユニキャスト表示します。 このオプションが選択される場合、ステップ 7.に
スキップして下さい。
 

注: この例では、リンク ローカルは選択されます。
 
リンク ローカル IPv6 アドレス タイプが選択される場合ステップ 6. （オプションの）はリ
ンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストから、リンク ローカルインターフ
ェイスを選択します。
 

 
注: この例では、VLAN 1 は選択されます。
 
ステップ 7. SNTP サーバのIPアドレスを入力するか、または指名して下さい。 形式はによ
ってどのアドレス タイプが選択されたか異なります。
 

 
注: この例では、24.56.178.141 は使用される IP アドレスです。
 
サーバーの定義が名指しでとして選択される場合ステップ 8. （オプションの）は SNTP サ
ーバ ドロップダウン リストから、SNTP サーバの名前を選択します。 他が選択される場合
、隣接したフィールドで SNTP サーバの名前を入力して下さい。
 
注： このオプションは Sx300 および Sx500 シリーズ スイッチにだけ利用できます。
 

 
注： この例では、time-a.timefreq.bldrdoc.gov は選択されます。
 
ステップ 9. （オプションの）チェック システムの時刻 情報のための SNTP サーバのポー
リングを有効に するポーリング間隔の Enable チェックボックス。 ポーリングに登録され
ている NTP サーバは最も低い階層レベルとのサーバから、クロック選択されますポーリン
グされ。
 

 
ステップ 10. （オプションの）チェック 認証を有効に する 認証の Enable チェックボック
ス。
 



 
注: 学ぶためにスイッチの SNTP 認証設定を行う方法を手順のためにここをクリックして下
さい。
 
認証が有効に なる場合ステップ 11. （オプションの）は認証鍵 ID ドロップダウン リストか
ら、キー ID を選択します。
 

 
ステップ 12： それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 13： （オプションの）スタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレ
ーション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


 
今スイッチに新しい SNTP サーバの追加に成功する必要があります。
  

ユニキャスト SNTP サーバを削除して下さい
 

ステップ 1： ユニキャスト SNTP サーバテーブルでは、削除することを望む SNTP サーバ
の隣でボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. SNTP サーバを削除するために Delete ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 3. （オプションの）は 3 つの既定のサーバーを復元するために既定のサーバーを
『Restore』 をクリック します。
 
注: このオプションは Sx250、Sx350、ユニキャスト SNTP サーバテーブルで 3 つのデフォ
ルト ユニキャスト SNTP サーバを備えている SG350X および Sx550X シリーズ スイッチ
にだけ適用します。
 

 
ステップ 4. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
ユニキャスト SNTP サーバテーブルから今完全にユニキャスト SNTP サーバを削除する必
要があります。
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